令和 3(2021)年 3 月 19 日発行

今から７５年前の昭和 21 年４月１０日、戦後初めての衆議院議員選挙が行われ、この選挙に
は８２名の女性が立候補しました。約 1,380 万人の女性が初めて投票し、３９名の女性国会議
員が誕生しました。
日本の選挙の歴史は明治 22
総選挙の 総選挙の 有権者数と全人口に
年から始まりました。しかし表
有権者の資格
公布年
実施年
占める有権者の割合
のとおり国税を収めているお金
直接国税 15 円以上納
明治 22
明治 23
持ちの 25 歳以上の男性だけに
45 万人／1.1％
める 25 歳以上の男子
年
年
選挙権は限られていました。そ
直接国税 10 円以上納
明治 33
明治 35
98 万人／2.2％
の後、大正 14 年の改正で財産
める 25 歳以上の男子
年
年
による差別はなくなりましたが、
直接国税 3 円以上納
大正 8 年 大正 9 年
307 万人／5.5％
女性の参政権はまだ認められま
める 25 歳以上の男子
せんでした。
終戦後の昭和 20 年の選挙法改正でようやく女性にも選挙権が与えられ、翌年 20 歳以上の
男女に平等に選挙権が与えられたのでした。
明治時代の終わりから大正にかけて女性の間にも参政権を求める声が高まって
きました。明治 44 年、平塚らいてうは女性文芸誌「青踏」の創刊号で女性の解放
を宣言、大正 9 年には市川房江らと「新婦人協会」を結成し、更に婦人参政権獲得
期成同盟会を結成して参政権を求める運動を展開し、いくつかの成果をあげました
が、参政権を獲得することはできませんでした。
終戦を機に、ようやく民主化の第一歩として選挙法が改正されようやく女性の参
政権が認められました。現在では、当たり前にある選挙権ですが、私たちの一票は
先人たちの長い闘いの末に勝ち得た一票です。私たちの手で私たちの思いを叶えて
くれる代表を選びましょう。

と き
令和３年４月２８日(水) 午後７時３０分～９時(予定)
ところ
四季の森生涯学習センター 西館 多目的ホール
テーマ
「超高齢化社会とひきこもり」
講 師
船越 明子(ふなこし あきこ)さん（神戸市看護大学教授）
◆ 感染症対策のため人数制限を設けますので事前に入場の申し込みをお願いします
（但し、人権のまちづくり推進員・人権啓発推進員の方は申込不要です）
託児・手話通訳・要約筆記有り
(入場と託児の申込は下記人権推進課へ 4 月 27 日までにお願いします)
◆ 当日は、検温・手指消毒・マスク着用にご協力ください。また、感染症拡大状況等により中
止することがあります。その場合は市ホームページにてお知らせします。
人権推進課 Tel
079-552-6926 Fax 079-554-2332
畑 ふれあい館 Tel/Fax 079-552-4401
味間ふれあい館
日置ふれあい館 Tel/Fax 079-556-2850
丹 南 児 童 館
西紀ふれあい館 Tel/Fax 079-593-0093
古市ふれあい館

Tel
079-594-1003
Fax 079-594-1079
Tel/Fax
079-594-1001

畑ふれあい館だより
住所：丹波篠山市菅 239-6

電話▪ファクス：552-4401 西田直美・中村和泉

新年度がはじまります。

春爛漫

新型コロナウイルス感染症が流行して、1
年以上が経過しました。日々の報道やニュ
ースを見ては、他人事ではない恐怖感を持
ちます。そして様々な面で大きく生活に影
響を受けています。
自粛生活が強いられ、また他人との接触
に不安を感じる生活の中、こんなときこそ、

厳しい冬も終わって、ようやく本格的な
春になりました。
いろんな花の芽が顔を出して、今年も咲
くぞ！と意気込んでいるように感じます。
春の食材を使って、ご馳走弁当を作りま
しょう。

ふれあい館ができること・すべきことは何
か？どんな事業展開をすれば良いかと頭を
悩ませてきました。
そして、三密にならないよう対策を講じ
たり、換気や消毒に気を配り、来館者の皆
様にも多大なご協力を得ながらここまで運
営できましたこと、感謝の気持ちでいっぱ
いです。
まだまだ、コロナ禍の収束が見えなくて
心配な状況ではありますが、4 月以降も福祉
の向上や人権啓発のための住民交流の拠点
となる「開かれたコミュニティセンター」
として運営していきますので、皆様のご利
用をお待ちしています。
また、
「こんな事業をやって
ほしい」や、改善すべき点な
ど、館運営についてのご意見
やご要望をお聞かせくださ
い。よろしくお願いします。

4 月のサロン（サロンで健康増進！）
＊カラオケサロン お休みします。
＊かごサロン 開館日の毎月曜日
午前 10 時から 12 時
午後 1 時から 4 時
＊コミュマサロン 毎月第 4 金曜日
午後 1 時から 4 時

ご馳走弁当

とき：4 月 22 日（木）
午前 9 時半から
講師：本荘賀寿美さん
参加費：500 円程度
締め切り：4 月 19 日（月）午後 4 時

ほっこりしました。
ごみを出しに、近くのごみステーショ
ンへ出かけたときのことです。
先に置いてあったごみ袋に、
「いつもあ
りがとうございます」との文字が見えま
した。あら？と思って見たらよく声をか
けてくださる人のお名前。
感謝の気持ちを書いておられるのを見
て、寒い朝でしたが気持ちがほっこりし
ました。
なかなか思っていても、感謝の気持ち
を伝えることができなかったり忘れてし
まいがちです。直接声をかけることはで
きなくても気持ちを伝えられるというこ
とを教えてもらいました。真似しよう。
（西田）

新型コロナウイルス感染拡大防止の為
や、事業当日の午前 8 時に警報、もしく
は事業時間帯に警報が出ている場合は中
止します。ご注意ください。

日置ふれあい館だより
住所：丹波篠山市西荘 202 電話・ファクス：556-2850 西由利子・酒造宗和

麹づくりと黒豆味噌づくりを開催しました
コロナ禍であっても『今年もお味噌づくりやって欲しいわ～』と嬉しい声をいただきましたので
講師として小林廣子さんにお世話になり「麹づくりと黒豆味噌づくり」を開催しました。
毎日の食事に欠かせない日本の調味料「お味噌」
。買ってもいいけれど時間をかけて手作りなんて
贅沢でスゴイ。「手前みそ」って言葉は、自分で自分を褒めること。昔は、味噌は自家製で、自分が
造った味噌を互いに自慢し合ったことから生まれた言葉といわれています。１年ほど寝かせれば自慢
し合える味になります。今回も間違いなしの味噌ができたと思います。
おいしくなるのは自分の手で混ぜるから？
家庭によって発酵期間もまちまち。良い
発酵具合を見つけるのもいいそうです。
味噌汁の具は何が好き?お豆腐?ジャガイモ?
玉ねぎ?料理するのも今から楽しみです。

おいしくなーれ！
上手く潰れてるわ！

≪４月のサロン≫
○体操教室
☆日 時
・講 師
・場 所
☆日 時
・講 師

ふれあい館の思い・・・
４月 8 日(木)
午前 9 時 30 分～
木戸 夕皎 さん
日置ふれあい館 2 階会議室
４月 22 日(木)
午前 9 時 30 分～
指導員

・場 所 日置ふれあい館 2 階会議室
※マスク・汗拭きタオル・飲み物は各自でお持ちください。
〇グラウンドゴルフ(月 2 回)
☆日 時 ４月１３日(火)

午後 1 時 30 分～

4 月 27 日(火)

午後 1 時 30 分～

令和 2 年度を振り返るとコロナ
禍で、例年通り開催できなかった
事業が多々ありました。
令和３年度は、コロナウイルス
感染予防や感染対策など 1 年間学
んできたことを活かしながら、一
つでも多くの事業を開催したいと
思っています。
マスクの着用や手指消毒を励行
して、ともに頑張りましょう。

・場 所 西荘グラウンド
※マスク・汗拭きタオル・飲み物は各自でお持ちください。
〇かご作り(クラフトバンドで編む)
☆日 時 ４月２６日(月)

午後１時～

・講 師 久保田 幸 さん
・場 所 日置ふれあい館 2 階会議室
・内 容 各自作りたいレシピをお持ちください。
館にもあります。初心者大歓迎。
・材料費

120 円～350 円程度

※各事業・教室については、午前 8 時
に警報が発表されている場合は中止す
ることがあります。また、新型コロナウ
イルス感染症拡大の状況により中止す
ることもあります。
事前にふれあい館にお問い合わせく
ださい。

西紀ふれあい館だより卯月号（4 月）
丹波篠山市川西 70 電話・ファクス 593-0093 山西和子・籾井美紀

～よろしくお願いします～

たけのこ料理を作りましょう
（西紀南まち協共催事業）
旬のたけのこを使った料理を作ります。
と

き：4 月 23 日（金）午前 9 時 30 分～
師：小林 廣子さん

費

用：500 円（当日集金します）

ふれあい館の事業に取り組むことができましたこ
まだまだ心配な状況が続いていますが、ふれあ
い館は、地域社会における福祉の向上、人権啓発

持ち物：エプロン・三角巾・マスク・飲み物
定

業の展開でしたが、地域の皆様のご協力のもと、
と感謝申しあげます。

ところ：西紀ふれあい館
講

新型コロナウイルス感染症を気にしながらの事

のための住民交流の施設です。地域の皆様のお声
を聴きながら運営していきます。

員：15 名

申込み：4 月 16 日（金）午後 5 時まで

4 月の教室とサロン

＊検温と手・指の消毒についてご理解とご協力
をお願いします。

⚘成人書道教室（月謝 1,500 円）
7 日（水）14 日（水）14：00～16：00
⚘子ども書道教室（月謝 1,000 円）

子ども書道教室参加者募集！

6 日（火）13 日（火）16：00～17：00

令和 3 年度の子ども書道教室生（幼稚園児と
小学生対象）を募集します。

⚘かご作りサロン
26 日（月）13：00～16：00

（年度途中からの参加でも大丈夫です。
）

材料代 200 円くらいから

教室の開催日は、第 1・第 2・第 3 火曜日の
うち 2 回です。時間は 16：00～17：00 です。
また月によっては変更になることがあります。
月謝は 1,000 円、半紙代 100 円

１階の和室，会議室の 2 会場で開催しています。
⚘カラオケサロン
15 日（木）13：30～15：00
内容を手芸に変更して実施しています。

幼稚園児、小学 1，2 年生は硬筆です。
（硬筆は
半紙代不要です。
）

⚘ホッとサロン
1 日（木）13：30～15：00

4 月は 6 日（火）と 13 日（火）です。

材料代 200 円
今回は園芸療法士の植西惠子さんからご指導いただ
きます。
＊ホッとサロンは香りを楽しむ「アロマテラピー」

ふれあい館の花壇には丹波県民局の緑化資材

絵を楽しみながら描く「アートセラピー」植物の力

提供事業でいただいた花がたくさん咲いてい

で元気になる「園芸療法」を月交代で開催していま

ます。その中でノースポールの苗が増えたので

す。材料の準備があるので参加希望の方は三日前には

花苗を希望者にお分けします。ご希望の方はお

ふれあい館にご連絡ください。

声掛けください。

ふれあい館でホッとするひと時を楽しんでください。

花壇もみてください。
花苗がなくなりしだい
終了します。

花壇の
ノース
ポール
です

各教室、サロンについてもマスク着用、飲み物持参
ご参加ください。

丹波篠山市中野 28

電話 (079)594-1003/ FAX (079)594-1079

担当：内藤芳明・中道唯公美・酒井道子

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

文化教養教室の紹介をします
ふれあい館は、地域社会における福祉の向上と人権啓発における住民の交流拠点となるコミュニティ
センターとして、部落問題をはじめあらゆる人権問題の解決のための各種事業を実施しています。味間
ふれあい館では自主活動による多様な文化教養教室が開催されています。新年度を迎えるにあたり、簡
単ですが開設日時をご紹介させていただきます。興味のある方はぜひ一度、味間ふれあい(594-1003)
までお問い合わせ下さい。
教

室

講

師

開

設 日 時

３Ｂ体操丹南教室

三宅 幸子先生

第２・４月曜 13 時 15 分～

舞踊教室(桜喜会)

芦田 喜美子先生

第 1・3 木曜 13 時 30 分～

茶道教室

市嶋 弘昭先生

第 1・3 金曜 19 時 30 分～

大正琴教室

小稲 泰子先生

第 2・4 金曜 13 時 30 分～

パソコン教室

上山 良一先生

第 1・3 金曜 13 時 30 分～

手まりサークル“わ”

―

第 1・3 火曜 10 時～

健康料理教室

本荘 賀寿美先生

毎月最終火曜 10 時～

ナンプレサークル

上山 良一先生

第 1 土曜・第 3 水曜 13 時 30 分～

フォークダンス

向井 寛先生

毎週金曜 13 時 30 分～

グラウンドゴルフをしています。味間ふれあい館隣接の遊園で、毎月第２・第４木曜に練習を

しています。７月と８月は９時から、その他の月は 13 時 30 分からです。
（第六福寿会主催）
です。
大正琴教室
です。
茶道教室
パソコン教室
３Ｂ体操
手まりｻｰｸﾙ わ
舞踊教室(桜喜会)
ナンプレサークル
グラウンドゴルフ
フォークダンス
健康料理教室

9 日(金)・23 日(金)13 時 30 分～
2 日(金)・16 日(金)19 時 30 分～
2 日(金)・16 日(金)13 時 30 分～
12 日(月)・26 日(月)13 時 15 分～
6 日(火)・20 日(火)10 時～
１日(木)・15 日(木)13 時 30 分～
3 日(土)・21 日(水)13 時 30 分～
8 日(木)・22 日(木)13 時 30 分～
２･９･16･23･30(金)13 時 30 分～
27 日(火)10 時～

４月のおしゃべり広場と き 4 月 22 日(木) 13 時 30 分～
内 容 簡単工作（カレンダー作り)
材料費 200 円
4 月 19 日(月)までに
必ずお申し込み
ください。

丹南児童館から 「みんな またひとつ おおきくなったね おめでとう」
４月は出会いの季節です。児童館でも新しい友だちをたくさんつくって、みんなで楽しく遊びましょう。
４月の楽しい行事
４月

１日（木） おはなし広場

４月 ８日（木） つくしんぼ広場

４月 15 日（木） つくってあそぼう☆①

４月 21 日（水） ほっとママ広場（ハッピー親子ヨガ）☆②

４月 22 日（木） うたってあそぼう♪

４月 28 日（水） ほっとママ広場（アロマワックスバー作り）☆③

※上記の催しについては ほっとママ広場は 10 時 30 分に、それ以外は１１時に始まります！
☆①②③は事前申し込みが必要です。
※年間を通じて幼児には「すなあそび」が人気です。手で砂の感触を感じながら想像力を働
かせて遊ぶ砂遊びは、五感を刺激します。砂場セットも貸し出ししていますので、気軽にお越しください。

.

古市ふれあい館 / 〒669-2106 丹波篠山市牛ケ瀬 78-1 / tel＆fax：079-594-1001
熊岡操・羽馬知代 / e-mail:fureai-furuichi@gw.city.sasayama.hyogo.jp

文化教養教室の新規受講者募集、人権・福祉・生活相談等もお気軽に
古市ふれあい館は、地域社会における福祉の向上及び人権啓発における住民の活
動拠点となるコミュニティセンターとして、部落問題をはじめ様々な人権課題の解
決のための事業を行っています。その活動の一環として、古市ふれあい館では、年
間を通して様々な文化教養教室が行われています。
教室に参加して、楽しく交流して親睦を深め、お互いの理解を深めながら心豊か
に暮らしましょう。新規受講者を募集しますので、お申込をお待ちしております。
人権や福祉に関する相談も随時受け付けていますのでお気軽にお声掛けください。
教

室

〔講 師〕
料理教室（注:1）
〔細見多恵子先生〕

開設日時
毎月第４月曜日

会
２部式

9:30～12:00
13:00～15:30

費

月 1,100 円(食材費含む、
６カ月毎に集金)

パッチワーク教室

毎月第４木曜日

半年約 4500 円（６カ月

〔坂萩信子先生〕

9:30～11:30

前納）と材料実費

パソコン教室（注:2） 毎月第１・２・３月曜日

１回 500 円と材料実費

〔遠藤正和先生〕

9:30～11:30

お菓子づくり教室

毎月第 2 木曜日

人数によって決定する

〔宮本芙美子先生〕

9:00～12:00

材料実費

大正琴教室Ａ（上級） 毎月第１・３木曜日
〔小稲泰子先生〕

10:00～12:00

大正琴教室Ｂ（中級） 毎月第２・４金曜日
〔小稲泰子先生〕

10:00～12:00

大正琴教室Ｃ（初級） 毎月第 1・3 火曜日

新規募集
定員(名)
若干名

若干名
若干名
若干名

１回 1,000 円

若干名

１回 1,000 円

若干名

１回 1,000 円

若干名

〔小稲泰子先生〕

10:00～12:00

書道教室

毎月第３水曜日

６カ月分 5,000 円

〔谷村桂華先生〕

1３:３0～1５:00

および材料実費

丹南点訳アイ・愛サー 毎月第 2・４金曜日

無料(ただし、本代・保険

クル〔森由起子先生〕 13:30～15:30

料等実費)

若干名
若干名

(注:1)料理教室：感染症予防対策のため午前と午後の 2 部式で開催を予定しております。
(注:2)パソコン教室：会場は四季の森生涯学習センターIT 講習室です。各自パソコン持参可。
※

各事業開催日に気象警報が発表されている場合又は、新型コロナウイルス感染の状況
によって事業を中止する場合があります。

※

お問合わせ・申込先は、古市ふれあい館までお願いします。年間を通じて募集していま
す。定員になり次第締切ります。

